
    

大垣市大垣市大垣市大垣市クリーンセンター余剰電力売却クリーンセンター余剰電力売却クリーンセンター余剰電力売却クリーンセンター余剰電力売却にににに係る係る係る係る事後審査型事後審査型事後審査型事後審査型条件付き条件付き条件付き条件付き一一一一

般競争入札取扱要領般競争入札取扱要領般競争入札取扱要領般競争入札取扱要領    

    

（趣旨）（趣旨）（趣旨）（趣旨）        

第第第第    １１１１条条条条    この要領は、大垣市この要領は、大垣市この要領は、大垣市この要領は、大垣市契約規則契約規則契約規則契約規則（（（（昭和昭和昭和昭和33339999年年年年規則第規則第規則第規則第7777号号号号。以下「。以下「。以下「。以下「契約規則」という。契約規則」という。契約規則」という。契約規則」という。））））

に定めるもののほか、に定めるもののほか、に定めるもののほか、に定めるもののほか、大垣市クリーンセンター余剰電力売却大垣市クリーンセンター余剰電力売却大垣市クリーンセンター余剰電力売却大垣市クリーンセンター余剰電力売却に係るに係るに係るに係る条件付き条件付き条件付き条件付き一般競争入一般競争入一般競争入一般競争入

札（以下「入札」という。）の実施に関し必要な事項を定めるものとする。札（以下「入札」という。）の実施に関し必要な事項を定めるものとする。札（以下「入札」という。）の実施に関し必要な事項を定めるものとする。札（以下「入札」という。）の実施に関し必要な事項を定めるものとする。        

（入札参加資格）（入札参加資格）（入札参加資格）（入札参加資格）        

第第第第２２２２条条条条    入札に参加できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。入札に参加できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。入札に参加できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。入札に参加できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。    

⑴⑴⑴⑴ 入札参加申込前に、大垣市入札参加資格者名簿（物件）に登録されている入札参加申込前に、大垣市入札参加資格者名簿（物件）に登録されている入札参加申込前に、大垣市入札参加資格者名簿（物件）に登録されている入札参加申込前に、大垣市入札参加資格者名簿（物件）に登録されている者者者者であるこであるこであるこであるこ

と。と。と。と。    

⑵⑵⑵⑵ 地方自治法施行令（昭和地方自治法施行令（昭和地方自治法施行令（昭和地方自治法施行令（昭和22222222年政令第年政令第年政令第年政令第11116666号）第号）第号）第号）第111167676767条の条の条の条の4444第第第第1111項項項項各号各号各号各号の規定に該当する者の規定に該当する者の規定に該当する者の規定に該当する者

でないこと。でないこと。でないこと。でないこと。    

⑶⑶⑶⑶ 入札の公告の日から落札決定までの期間において、入札の公告の日から落札決定までの期間において、入札の公告の日から落札決定までの期間において、入札の公告の日から落札決定までの期間において、「「「「大垣市入札参加資格停止大垣市入札参加資格停止大垣市入札参加資格停止大垣市入札参加資格停止等の措等の措等の措等の措

置置置置要領要領要領要領（平成（平成（平成（平成11111111年年年年4444月月月月1111日制定）日制定）日制定）日制定）」」」」に基づく入札参加停止又は入札参加見合せを受けてに基づく入札参加停止又は入札参加見合せを受けてに基づく入札参加停止又は入札参加見合せを受けてに基づく入札参加停止又は入札参加見合せを受けて

いない者であること。いない者であること。いない者であること。いない者であること。    

⑷⑷⑷⑷ 入札の公告の日から落札決定までの期間において、「大垣市が行う事務及び事業から入札の公告の日から落札決定までの期間において、「大垣市が行う事務及び事業から入札の公告の日から落札決定までの期間において、「大垣市が行う事務及び事業から入札の公告の日から落札決定までの期間において、「大垣市が行う事務及び事業から

の暴力団排除に関する合意書（平成の暴力団排除に関する合意書（平成の暴力団排除に関する合意書（平成の暴力団排除に関する合意書（平成22222222年年年年11112222月月月月11117777日締結）」及び「大垣市が行う契約及日締結）」及び「大垣市が行う契約及日締結）」及び「大垣市が行う契約及日締結）」及び「大垣市が行う契約及

び交付する補助金等から暴力団排除に関する措置要綱（平成び交付する補助金等から暴力団排除に関する措置要綱（平成び交付する補助金等から暴力団排除に関する措置要綱（平成び交付する補助金等から暴力団排除に関する措置要綱（平成22223333年年年年1111月月月月4444日制定）」に基日制定）」に基日制定）」に基日制定）」に基

づく排除措置を受けていないこと。づく排除措置を受けていないこと。づく排除措置を受けていないこと。づく排除措置を受けていないこと。    

⑸⑸⑸⑸ 民事再生法（平成民事再生法（平成民事再生法（平成民事再生法（平成11111111年法律第年法律第年法律第年法律第222225252525号）第号）第号）第号）第22221111条の規定に基づく再生手続開始の申立てを条の規定に基づく再生手続開始の申立てを条の規定に基づく再生手続開始の申立てを条の規定に基づく再生手続開始の申立てを

していない者又は申立てをなされていない者であること。していない者又は申立てをなされていない者であること。していない者又は申立てをなされていない者であること。していない者又は申立てをなされていない者であること。    

⑹⑹⑹⑹ 会社更生法（平成会社更生法（平成会社更生法（平成会社更生法（平成11114444年法律第年法律第年法律第年法律第111154545454号）第号）第号）第号）第11117777条の規定に基づく更生手続開始の申立てを条の規定に基づく更生手続開始の申立てを条の規定に基づく更生手続開始の申立てを条の規定に基づく更生手続開始の申立てを

していない者又は申立てをなされていない者であること。していない者又は申立てをなされていない者であること。していない者又は申立てをなされていない者であること。していない者又は申立てをなされていない者であること。    

⑺⑺⑺⑺ その他市長が必要と認める要件を満たしている者であること。その他市長が必要と認める要件を満たしている者であること。その他市長が必要と認める要件を満たしている者であること。その他市長が必要と認める要件を満たしている者であること。    

２２２２    前項前項前項前項各号に掲げる資格要件の判定は、入札日現在の状況による。ただし、入札日から各号に掲げる資格要件の判定は、入札日現在の状況による。ただし、入札日から各号に掲げる資格要件の判定は、入札日現在の状況による。ただし、入札日から各号に掲げる資格要件の判定は、入札日現在の状況による。ただし、入札日から

落札決定日までの期間に前項に規定するいずれかの資格要件を満たさなくなったときは、落札決定日までの期間に前項に規定するいずれかの資格要件を満たさなくなったときは、落札決定日までの期間に前項に規定するいずれかの資格要件を満たさなくなったときは、落札決定日までの期間に前項に規定するいずれかの資格要件を満たさなくなったときは、

入札参加資格を有して入札参加資格を有して入札参加資格を有して入札参加資格を有していいいいないものとみなす。ないものとみなす。ないものとみなす。ないものとみなす。        

（入札の公告）（入札の公告）（入札の公告）（入札の公告）        

第第第第３３３３条条条条    市長は、入札に付そうとするときは、入札期日の前日から起算して少なくとも市長は、入札に付そうとするときは、入札期日の前日から起算して少なくとも市長は、入札に付そうとするときは、入札期日の前日から起算して少なくとも市長は、入札に付そうとするときは、入札期日の前日から起算して少なくとも2222週週週週

間間間間前までに入札の公告をするものとする。前までに入札の公告をするものとする。前までに入札の公告をするものとする。前までに入札の公告をするものとする。        

２２２２    前項の規定による公告は、前項の規定による公告は、前項の規定による公告は、前項の規定による公告は、契約契約契約契約規則規則規則規則第第第第3333条に規定するもの条に規定するもの条に規定するもの条に規定するもののほか、次に掲げる事項につのほか、次に掲げる事項につのほか、次に掲げる事項につのほか、次に掲げる事項につ

いて行うものとする。いて行うものとする。いて行うものとする。いて行うものとする。        



    

⑴⑴⑴⑴     入札参加申込みの受付の期間及び場所入札参加申込みの受付の期間及び場所入札参加申込みの受付の期間及び場所入札参加申込みの受付の期間及び場所        

⑵⑵⑵⑵     仕様書の縦覧及び配布の期間及び場所仕様書の縦覧及び配布の期間及び場所仕様書の縦覧及び配布の期間及び場所仕様書の縦覧及び配布の期間及び場所    

⑶⑶⑶⑶     仕様書に対する質問に関する事項仕様書に対する質問に関する事項仕様書に対する質問に関する事項仕様書に対する質問に関する事項    

⑷⑷⑷⑷     その他必要な事項その他必要な事項その他必要な事項その他必要な事項    

３３３３    第第第第1111項の規定による公告の写しについては、項の規定による公告の写しについては、項の規定による公告の写しについては、項の規定による公告の写しについては、契約契約契約契約管財管財管財管財課課課課において閲覧に供するとともにおいて閲覧に供するとともにおいて閲覧に供するとともにおいて閲覧に供するととも

に、公告の内容をに、公告の内容をに、公告の内容をに、公告の内容を大垣市大垣市大垣市大垣市ホームページに掲載するものとする。ホームページに掲載するものとする。ホームページに掲載するものとする。ホームページに掲載するものとする。        

（入札参加申込）（入札参加申込）（入札参加申込）（入札参加申込）        

第第第第４４４４条条条条    入札に参加しようとする者は、入札公告にて示した期間に入札に参加しようとする者は、入札公告にて示した期間に入札に参加しようとする者は、入札公告にて示した期間に入札に参加しようとする者は、入札公告にて示した期間に事後審査型事後審査型事後審査型事後審査型条件付き条件付き条件付き条件付き一一一一

般競争入札参加申込書般競争入札参加申込書般競争入札参加申込書般競争入札参加申込書（余剰電力売却用）（余剰電力売却用）（余剰電力売却用）（余剰電力売却用）（第（第（第（第1111号様式号様式号様式号様式）を市長に提出しなければならな）を市長に提出しなければならな）を市長に提出しなければならな）を市長に提出しなければならな

い。い。い。い。        

（仕様書の縦覧等）（仕様書の縦覧等）（仕様書の縦覧等）（仕様書の縦覧等）    

第第第第５５５５条条条条    入札に係る仕様書の縦覧及び配付は、入札公告で定めるところにより行うものと入札に係る仕様書の縦覧及び配付は、入札公告で定めるところにより行うものと入札に係る仕様書の縦覧及び配付は、入札公告で定めるところにより行うものと入札に係る仕様書の縦覧及び配付は、入札公告で定めるところにより行うものと

する。する。する。する。    

２２２２    市長は、入札に係る仕様書に対する質問書市長は、入札に係る仕様書に対する質問書市長は、入札に係る仕様書に対する質問書市長は、入札に係る仕様書に対する質問書((((第第第第2222号号号号様式様式様式様式))))の提出があった場合には、の提出があった場合には、の提出があった場合には、の提出があった場合には、回答回答回答回答

書書書書((((第第第第3333号号号号様式様式様式様式))))により回答する。により回答する。により回答する。により回答する。        

（入札の基本的事項）（入札の基本的事項）（入札の基本的事項）（入札の基本的事項）        

第第第第６６６６条条条条    入札に係る仕様書に誤記又は脱落があった場合において、当該誤記又は脱落が当入札に係る仕様書に誤記又は脱落があった場合において、当該誤記又は脱落が当入札に係る仕様書に誤記又は脱落があった場合において、当該誤記又は脱落が当入札に係る仕様書に誤記又は脱落があった場合において、当該誤記又は脱落が当

該仕様書の相互の関係により明白であるときは、落札者は、当該誤記又は脱落を理由と該仕様書の相互の関係により明白であるときは、落札者は、当該誤記又は脱落を理由と該仕様書の相互の関係により明白であるときは、落札者は、当該誤記又は脱落を理由と該仕様書の相互の関係により明白であるときは、落札者は、当該誤記又は脱落を理由と

して契約の締結を拒み、又は契約金額の減額を請求することができない。して契約の締結を拒み、又は契約金額の減額を請求することができない。して契約の締結を拒み、又は契約金額の減額を請求することができない。して契約の締結を拒み、又は契約金額の減額を請求することができない。        

２２２２    入札は、総価により行うものとする。入札は、総価により行うものとする。入札は、総価により行うものとする。入札は、総価により行うものとする。        

３３３３    入札においては、予定価格の範囲内で最も入札価格の高い者から落札候補者を決定し、入札においては、予定価格の範囲内で最も入札価格の高い者から落札候補者を決定し、入札においては、予定価格の範囲内で最も入札価格の高い者から落札候補者を決定し、入札においては、予定価格の範囲内で最も入札価格の高い者から落札候補者を決定し、

かつ、第かつ、第かつ、第かつ、第11115555条の規定により落札者を決定するまで入札価格の高い者から順に入札参加資条の規定により落札者を決定するまで入札価格の高い者から順に入札参加資条の規定により落札者を決定するまで入札価格の高い者から順に入札参加資条の規定により落札者を決定するまで入札価格の高い者から順に入札参加資

格の審査を行い、速やかに落札者を決定する旨の宣言をし、入札を終了するものとする。格の審査を行い、速やかに落札者を決定する旨の宣言をし、入札を終了するものとする。格の審査を行い、速やかに落札者を決定する旨の宣言をし、入札を終了するものとする。格の審査を行い、速やかに落札者を決定する旨の宣言をし、入札を終了するものとする。    

（入札）（入札）（入札）（入札）        

第第第第７７７７条条条条    入札参加者は、入札書入札参加者は、入札書入札参加者は、入札書入札参加者は、入札書（第（第（第（第4444号号号号様式）様式）様式）様式）    に必要な事項を記載し、記名押印の上、入に必要な事項を記載し、記名押印の上、入に必要な事項を記載し、記名押印の上、入に必要な事項を記載し、記名押印の上、入

札公告にて示した日時及び場所において、市長の指示により提出しなければならない。札公告にて示した日時及び場所において、市長の指示により提出しなければならない。札公告にて示した日時及び場所において、市長の指示により提出しなければならない。札公告にて示した日時及び場所において、市長の指示により提出しなければならない。        

２２２２    入札書には、入札金額の算出が分かるように、入札書の別紙として、積算の根拠とな入札書には、入札金額の算出が分かるように、入札書の別紙として、積算の根拠とな入札書には、入札金額の算出が分かるように、入札書の別紙として、積算の根拠とな入札書には、入札金額の算出が分かるように、入札書の別紙として、積算の根拠とな

る積算内訳書る積算内訳書る積算内訳書る積算内訳書（（（（仕様書の仕様書の仕様書の仕様書の別紙）別紙）別紙）別紙）を添付しなければならない。を添付しなければならない。を添付しなければならない。を添付しなければならない。    

３３３３    入札書に使用する印鑑は、契約の締結、代金の請求等に使用する代表者の印鑑とする。入札書に使用する印鑑は、契約の締結、代金の請求等に使用する代表者の印鑑とする。入札書に使用する印鑑は、契約の締結、代金の請求等に使用する代表者の印鑑とする。入札書に使用する印鑑は、契約の締結、代金の請求等に使用する代表者の印鑑とする。        

４４４４    郵便による入札は認めない。郵便による入札は認めない。郵便による入札は認めない。郵便による入札は認めない。        

５５５５    入札参加者の記名押印された入札書を持参した者（代理人）が入札を行う場合は、入入札参加者の記名押印された入札書を持参した者（代理人）が入札を行う場合は、入入札参加者の記名押印された入札書を持参した者（代理人）が入札を行う場合は、入入札参加者の記名押印された入札書を持参した者（代理人）が入札を行う場合は、入

札前に委任状札前に委任状札前に委任状札前に委任状（第（第（第（第5555号様式）号様式）号様式）号様式）を提出しなければならない。を提出しなければならない。を提出しなければならない。を提出しなければならない。        

６６６６    入札参加者は、市長から指示された仕様書その他契約締結に必要な条件を検討の上、入札参加者は、市長から指示された仕様書その他契約締結に必要な条件を検討の上、入札参加者は、市長から指示された仕様書その他契約締結に必要な条件を検討の上、入札参加者は、市長から指示された仕様書その他契約締結に必要な条件を検討の上、

入札しなければならない。入札しなければならない。入札しなければならない。入札しなければならない。        

７７７７    入札にあたっては、所定の入札書（第入札にあたっては、所定の入札書（第入札にあたっては、所定の入札書（第入札にあたっては、所定の入札書（第 4444 号様式）を使用し、封筒に入れて封印号様式）を使用し、封筒に入れて封印号様式）を使用し、封筒に入れて封印号様式）を使用し、封筒に入れて封印しなけしなけしなけしなけ



    

ればならないればならないればならないればならない。。。。    

８８８８    入札書には明確かつ明瞭に記入し、鮮明に押印入札書には明確かつ明瞭に記入し、鮮明に押印入札書には明確かつ明瞭に記入し、鮮明に押印入札書には明確かつ明瞭に記入し、鮮明に押印しなければならいしなければならいしなければならいしなければならい。。。。    

９９９９    入札金額はアラビア数字を使用し、円未満の端数は記入しない入札金額はアラビア数字を使用し、円未満の端数は記入しない入札金額はアラビア数字を使用し、円未満の端数は記入しない入札金額はアラビア数字を使用し、円未満の端数は記入しないものとするものとするものとするものとする。。。。    

（入札の辞退）（入札の辞退）（入札の辞退）（入札の辞退）        

第第第第８８８８条条条条    入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することがで入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することがで入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することがで入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することがで

きる。きる。きる。きる。        

２２２２    入札を辞退するときは、次に掲げるところにより申し出るものとする。入札を辞退するときは、次に掲げるところにより申し出るものとする。入札を辞退するときは、次に掲げるところにより申し出るものとする。入札を辞退するときは、次に掲げるところにより申し出るものとする。        

⑴⑴⑴⑴     入札執行日前入札執行日前入札執行日前入札執行日前    入札辞退届（第入札辞退届（第入札辞退届（第入札辞退届（第6666号様式号様式号様式号様式）を市長に直接持参又は）を市長に直接持参又は）を市長に直接持参又は）を市長に直接持参又は郵送（入札日の前郵送（入札日の前郵送（入札日の前郵送（入札日の前

日までに到達するものに限る。）により提出日までに到達するものに限る。）により提出日までに到達するものに限る。）により提出日までに到達するものに限る。）により提出        

⑵⑵⑵⑵    入札執行日入札執行日入札執行日入札執行日    入札辞退届又は入札を辞退する旨を明記した入札書を入札を執行する入札辞退届又は入札を辞退する旨を明記した入札書を入札を執行する入札辞退届又は入札を辞退する旨を明記した入札書を入札を執行する入札辞退届又は入札を辞退する旨を明記した入札書を入札を執行する

者に直接提出者に直接提出者に直接提出者に直接提出    

３３３３    入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札において不利益な取扱いを受ける入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札において不利益な取扱いを受ける入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札において不利益な取扱いを受ける入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札において不利益な取扱いを受ける

ものではない。ものではない。ものではない。ものではない。        

（入札書の書換え等の禁止）（入札書の書換え等の禁止）（入札書の書換え等の禁止）（入札書の書換え等の禁止）        

第第第第９９９９条条条条    入札参加者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができ入札参加者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができ入札参加者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができ入札参加者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができ

ない。ない。ない。ない。        

（開札）（開札）（開札）（開札）        

第第第第11110000条条条条    開札は、入札の場所において、入札の終了後直ちに入札参加者を立ち会わせて行開札は、入札の場所において、入札の終了後直ちに入札参加者を立ち会わせて行開札は、入札の場所において、入札の終了後直ちに入札参加者を立ち会わせて行開札は、入札の場所において、入札の終了後直ちに入札参加者を立ち会わせて行

う。う。う。う。        

２２２２    前項の場合において、入札参加者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない前項の場合において、入札参加者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない前項の場合において、入札参加者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない前項の場合において、入札参加者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない

市職員を立ち会わせて行う。市職員を立ち会わせて行う。市職員を立ち会わせて行う。市職員を立ち会わせて行う。        

（入札の無効）（入札の無効）（入札の無効）（入札の無効）        

第第第第11111111条条条条    第第第第7777条条条条各項各項各項各項に違反するもの及びに違反するもの及びに違反するもの及びに違反するもの及び契約契約契約契約規則規則規則規則第第第第11114444条条条条に規定するもののほか、次の各号に規定するもののほか、次の各号に規定するもののほか、次の各号に規定するもののほか、次の各号

のいずれかに該当する入札は、無効とする。のいずれかに該当する入札は、無効とする。のいずれかに該当する入札は、無効とする。のいずれかに該当する入札は、無効とする。        

⑴⑴⑴⑴ 談合情報の内容と同様の内容の結果となった入札談合情報の内容と同様の内容の結果となった入札談合情報の内容と同様の内容の結果となった入札談合情報の内容と同様の内容の結果となった入札    

⑵⑵⑵⑵ 他人の代理を兼ね他人の代理を兼ね他人の代理を兼ね他人の代理を兼ね、、、、又は又は又は又は2222以上の代理をした者の入札以上の代理をした者の入札以上の代理をした者の入札以上の代理をした者の入札    

⑶⑶⑶⑶ 入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札    

⑷⑷⑷⑷ 予定価格を予定価格を予定価格を予定価格を下回る下回る下回る下回る入札入札入札入札    

⑸⑸⑸⑸ 事後審査型条件付き一般競争入札参加申込書を提出していない者のした入札事後審査型条件付き一般競争入札参加申込書を提出していない者のした入札事後審査型条件付き一般競争入札参加申込書を提出していない者のした入札事後審査型条件付き一般競争入札参加申込書を提出していない者のした入札    

⑹⑹⑹⑹ 入札参加資格を有しない者のした入札入札参加資格を有しない者のした入札入札参加資格を有しない者のした入札入札参加資格を有しない者のした入札    

⑺⑺⑺⑺ 同一事項の入札に対し同一事項の入札に対し同一事項の入札に対し同一事項の入札に対し 2222 以上の意思表示した入札以上の意思表示した入札以上の意思表示した入札以上の意思表示した入札    

⑻⑻⑻⑻ 虚偽の事実を記載した者のした入札虚偽の事実を記載した者のした入札虚偽の事実を記載した者のした入札虚偽の事実を記載した者のした入札    

⑼⑼⑼⑼ その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札    

（くじによる落札（くじによる落札（くじによる落札（くじによる落札候補候補候補候補者の決定）者の決定）者の決定）者の決定）    

第第第第11112222条条条条    落札候補者となるべき同価の入札をした者が落札候補者となるべき同価の入札をした者が落札候補者となるべき同価の入札をした者が落札候補者となるべき同価の入札をした者が2222人以上あるときは、直ちに、当該入人以上あるときは、直ちに、当該入人以上あるときは、直ちに、当該入人以上あるときは、直ちに、当該入



    

札参加者にくじを引かせて落札候補者を決定する。札参加者にくじを引かせて落札候補者を決定する。札参加者にくじを引かせて落札候補者を決定する。札参加者にくじを引かせて落札候補者を決定する。        

２２２２    前項の場合において、当該入札参加者のうち、くじを引かない者があるときは、これ前項の場合において、当該入札参加者のうち、くじを引かない者があるときは、これ前項の場合において、当該入札参加者のうち、くじを引かない者があるときは、これ前項の場合において、当該入札参加者のうち、くじを引かない者があるときは、これ

に代わって、当該入札事務に関係のない市職員がくじを引くものとする。に代わって、当該入札事務に関係のない市職員がくじを引くものとする。に代わって、当該入札事務に関係のない市職員がくじを引くものとする。に代わって、当該入札事務に関係のない市職員がくじを引くものとする。        

（入札結果の通知）（入札結果の通知）（入札結果の通知）（入札結果の通知）        

第第第第11113333条条条条    開札をした場合において、落札候補者の決定をしたときは、その者の氏名（法人開札をした場合において、落札候補者の決定をしたときは、その者の氏名（法人開札をした場合において、落札候補者の決定をしたときは、その者の氏名（法人開札をした場合において、落札候補者の決定をしたときは、その者の氏名（法人

の場合は、名称）の場合は、名称）の場合は、名称）の場合は、名称）    及び金額を、落札候補者がないときはその旨を、開札に立ち会った入及び金額を、落札候補者がないときはその旨を、開札に立ち会った入及び金額を、落札候補者がないときはその旨を、開札に立ち会った入及び金額を、落札候補者がないときはその旨を、開札に立ち会った入

札参加者に直ちに口頭で通知する。この場合において、落札候補者となった者が開札に札参加者に直ちに口頭で通知する。この場合において、落札候補者となった者が開札に札参加者に直ちに口頭で通知する。この場合において、落札候補者となった者が開札に札参加者に直ちに口頭で通知する。この場合において、落札候補者となった者が開札に

立ち会わなかったときは、その者に落札候補者となった旨を通知する。立ち会わなかったときは、その者に落札候補者となった旨を通知する。立ち会わなかったときは、その者に落札候補者となった旨を通知する。立ち会わなかったときは、その者に落札候補者となった旨を通知する。        

（資格確認書類の提出）（資格確認書類の提出）（資格確認書類の提出）（資格確認書類の提出）        

第第第第11114444条条条条    落札候補者は、開札日の翌日（落札候補者は、開札日の翌日（落札候補者は、開札日の翌日（落札候補者は、開札日の翌日（大垣市の休日を定める条例（平成元年大垣市の休日を定める条例（平成元年大垣市の休日を定める条例（平成元年大垣市の休日を定める条例（平成元年12121212月月月月26262626日条日条日条日条

例第例第例第例第29292929号）号）号）号）に規定する休日（以下「に規定する休日（以下「に規定する休日（以下「に規定する休日（以下「休休休休日」という。日」という。日」という。日」という。）を除く。）まで）を除く。）まで）を除く。）まで）を除く。）までにににに事後審査型事後審査型事後審査型事後審査型条件条件条件条件

付き付き付き付き一般競争入札参加資格確認申一般競争入札参加資格確認申一般競争入札参加資格確認申一般競争入札参加資格確認申込込込込書（第書（第書（第書（第7777号様式号様式号様式号様式）、誓約書（）、誓約書（）、誓約書（）、誓約書（第第第第8888号号号号様式）その他入札様式）その他入札様式）その他入札様式）その他入札

公告にて示された書類（以下「資格確認書類」という。）を提出しなければならない。公告にて示された書類（以下「資格確認書類」という。）を提出しなければならない。公告にて示された書類（以下「資格確認書類」という。）を提出しなければならない。公告にて示された書類（以下「資格確認書類」という。）を提出しなければならない。        

２２２２    落札候補者が前項に規定する期間内に資格確認書類を提出しないときは、当該落札候落札候補者が前項に規定する期間内に資格確認書類を提出しないときは、当該落札候落札候補者が前項に規定する期間内に資格確認書類を提出しないときは、当該落札候落札候補者が前項に規定する期間内に資格確認書類を提出しないときは、当該落札候

補者がした入札は、無効とする。補者がした入札は、無効とする。補者がした入札は、無効とする。補者がした入札は、無効とする。        

（入札参加資格の確認）（入札参加資格の確認）（入札参加資格の確認）（入札参加資格の確認）        

第第第第11115555条条条条    入札参加資格要件の確認は、開札日から起算して原則として入札参加資格要件の確認は、開札日から起算して原則として入札参加資格要件の確認は、開札日から起算して原則として入札参加資格要件の確認は、開札日から起算して原則として4444日（日（日（日（休休休休日を除く。）日を除く。）日を除く。）日を除く。）

以内に行わなければならない。以内に行わなければならない。以内に行わなければならない。以内に行わなければならない。        

２２２２    落札候補者が入札参加資格を有していると確認した場合は、落札者として決定する。落札候補者が入札参加資格を有していると確認した場合は、落札者として決定する。落札候補者が入札参加資格を有していると確認した場合は、落札者として決定する。落札候補者が入札参加資格を有していると確認した場合は、落札者として決定する。    

３３３３    落札候補者が入札参加資格を有していないと確認した場合には、落札候補者の行った落札候補者が入札参加資格を有していないと確認した場合には、落札候補者の行った落札候補者が入札参加資格を有していないと確認した場合には、落札候補者の行った落札候補者が入札参加資格を有していないと確認した場合には、落札候補者の行った

入札を無効とする。この場合においては、次順位者を新たな落札候補者とし、前条の規入札を無効とする。この場合においては、次順位者を新たな落札候補者とし、前条の規入札を無効とする。この場合においては、次順位者を新たな落札候補者とし、前条の規入札を無効とする。この場合においては、次順位者を新たな落札候補者とし、前条の規

定により新たな落札候補者に対する次順位者を決定して、入札参加資格を有しているも定により新たな落札候補者に対する次順位者を決定して、入札参加資格を有しているも定により新たな落札候補者に対する次順位者を決定して、入札参加資格を有しているも定により新たな落札候補者に対する次順位者を決定して、入札参加資格を有しているも

のが確認できるまで前項の入札参加資格の確認を行うものとする。のが確認できるまで前項の入札参加資格の確認を行うものとする。のが確認できるまで前項の入札参加資格の確認を行うものとする。のが確認できるまで前項の入札参加資格の確認を行うものとする。        

４４４４    前項の場合の入札参加資格の確認期限は、新たな落札候補者を決定した日から前項の場合の入札参加資格の確認期限は、新たな落札候補者を決定した日から前項の場合の入札参加資格の確認期限は、新たな落札候補者を決定した日から前項の場合の入札参加資格の確認期限は、新たな落札候補者を決定した日から4444日（日（日（日（休休休休

日日日日を除く。）以内とする。を除く。）以内とする。を除く。）以内とする。を除く。）以内とする。        

（資格確認結果の通知）（資格確認結果の通知）（資格確認結果の通知）（資格確認結果の通知）        

第第第第11116666条条条条    市長は、前条の規定により確認した入札参加資格の有無について市長は、前条の規定により確認した入札参加資格の有無について市長は、前条の規定により確認した入札参加資格の有無について市長は、前条の規定により確認した入札参加資格の有無について、当該落札者に、当該落札者に、当該落札者に、当該落札者に

対して対して対して対して、、、、事後審査型事後審査型事後審査型事後審査型条件付き条件付き条件付き条件付き一般競争入札参加資格確認結果通知書（一般競争入札参加資格確認結果通知書（一般競争入札参加資格確認結果通知書（一般競争入札参加資格確認結果通知書（第第第第９９９９号号号号様式）によ様式）によ様式）によ様式）によ

り通知するものとする。り通知するものとする。り通知するものとする。り通知するものとする。        

（入札参加資格要件を満たさないと認めた者に対する理由の説明）（入札参加資格要件を満たさないと認めた者に対する理由の説明）（入札参加資格要件を満たさないと認めた者に対する理由の説明）（入札参加資格要件を満たさないと認めた者に対する理由の説明）        

第第第第11117777条条条条    事後審査型事後審査型事後審査型事後審査型条件付き条件付き条件付き条件付き一般競争入札参加資格確認結果通知書を受理した者で、一般競争入札参加資格確認結果通知書を受理した者で、一般競争入札参加資格確認結果通知書を受理した者で、一般競争入札参加資格確認結果通知書を受理した者で、入札入札入札入札

参加資格がないとさ参加資格がないとさ参加資格がないとさ参加資格がないとされたことに不服がある者は、通知日から起算してれたことに不服がある者は、通知日から起算してれたことに不服がある者は、通知日から起算してれたことに不服がある者は、通知日から起算して5555日（日（日（日（休休休休日日日日を除く。）を除く。）を除く。）を除く。）

以内に市長に対して、以内に市長に対して、以内に市長に対して、以内に市長に対して、そのそのそのその理由について、書面を持参して説明を求めることができる。理由について、書面を持参して説明を求めることができる。理由について、書面を持参して説明を求めることができる。理由について、書面を持参して説明を求めることができる。        

２２２２    市長は、前項の説明を求められたときは、当該説明を求める書面を受理した日から起市長は、前項の説明を求められたときは、当該説明を求める書面を受理した日から起市長は、前項の説明を求められたときは、当該説明を求める書面を受理した日から起市長は、前項の説明を求められたときは、当該説明を求める書面を受理した日から起

算して算して算して算して5555日（日（日（日（休休休休日日日日を除く。）以内に書面により回答するものとする。を除く。）以内に書面により回答するものとする。を除く。）以内に書面により回答するものとする。を除く。）以内に書面により回答するものとする。        



    

（入札結果等の公表）（入札結果等の公表）（入札結果等の公表）（入札結果等の公表）        

第第第第11118888条条条条    市長は、落札者を決定したときは、速やかに入札執行調書市長は、落札者を決定したときは、速やかに入札執行調書市長は、落札者を決定したときは、速やかに入札執行調書市長は、落札者を決定したときは、速やかに入札執行調書（余剰電力売却用）（余剰電力売却用）（余剰電力売却用）（余剰電力売却用）（（（（第第第第

11110000号号号号様式）を閲覧により公表するものとする。様式）を閲覧により公表するものとする。様式）を閲覧により公表するものとする。様式）を閲覧により公表するものとする。        

２２２２    公表場所は、公表場所は、公表場所は、公表場所は、契約契約契約契約管財管財管財管財課課課課及び及び及び及び大垣市大垣市大垣市大垣市ホームページとする。ホームページとする。ホームページとする。ホームページとする。        

（落札者の決定の取消し）（落札者の決定の取消し）（落札者の決定の取消し）（落札者の決定の取消し）        

第第第第11119999条条条条    市長は、契約を締結する前に、落札者が市長は、契約を締結する前に、落札者が市長は、契約を締結する前に、落札者が市長は、契約を締結する前に、落札者が「「「「大垣市入札参加資格停止大垣市入札参加資格停止大垣市入札参加資格停止大垣市入札参加資格停止等の等の等の等の措置措置措置措置要領要領要領要領」」」」

に定める措置要件に定める措置要件に定める措置要件に定める措置要件のいずれかに該当することが明らかになった場合又はのいずれかに該当することが明らかになった場合又はのいずれかに該当することが明らかになった場合又はのいずれかに該当することが明らかになった場合又は「「「「大垣市が行う大垣市が行う大垣市が行う大垣市が行う

契約等からの暴力団排除に関する合意書契約等からの暴力団排除に関する合意書契約等からの暴力団排除に関する合意書契約等からの暴力団排除に関する合意書」及び「大垣市が行う契約及び交付する補助金」及び「大垣市が行う契約及び交付する補助金」及び「大垣市が行う契約及び交付する補助金」及び「大垣市が行う契約及び交付する補助金

等から暴力団排除に関する措置要綱」等から暴力団排除に関する措置要綱」等から暴力団排除に関する措置要綱」等から暴力団排除に関する措置要綱」に定める排除措置の対象となる法人等のいずれかに定める排除措置の対象となる法人等のいずれかに定める排除措置の対象となる法人等のいずれかに定める排除措置の対象となる法人等のいずれか

に該当することが明らかになった場合は、落札者の決定を取り消すことができる。このに該当することが明らかになった場合は、落札者の決定を取り消すことができる。このに該当することが明らかになった場合は、落札者の決定を取り消すことができる。このに該当することが明らかになった場合は、落札者の決定を取り消すことができる。この

場合において、市は一切の損害賠償の責を負わない。場合において、市は一切の損害賠償の責を負わない。場合において、市は一切の損害賠償の責を負わない。場合において、市は一切の損害賠償の責を負わない。        

（その他）（その他）（その他）（その他）        

第第第第22220000条条条条    この要領に定めるもののほか、この要領に定めるもののほか、この要領に定めるもののほか、この要領に定めるもののほか、大垣市クリーンセン大垣市クリーンセン大垣市クリーンセン大垣市クリーンセンター余剰電力売却ター余剰電力売却ター余剰電力売却ター余剰電力売却にににに係る係る係る係る事後事後事後事後

審査型審査型審査型審査型条件付き条件付き条件付き条件付き一般競争入札に関し必要な事項は、市長が別に定める。一般競争入札に関し必要な事項は、市長が別に定める。一般競争入札に関し必要な事項は、市長が別に定める。一般競争入札に関し必要な事項は、市長が別に定める。        

附附附附    則則則則        

この要領は、この要領は、この要領は、この要領は、令和令和令和令和元元元元年年年年 11111111 月月月月 1111 日から施行する日から施行する日から施行する日から施行する。。。。    

附附附附    則則則則        

この要領は、令和この要領は、令和この要領は、令和この要領は、令和 2222 年年年年 11111111 月月月月 1111 日から施行する。日から施行する。日から施行する。日から施行する。    

        



    

第第第第1111号様式号様式号様式号様式（第（第（第（第4444条関係）条関係）条関係）条関係）        

    

事後審査型事後審査型事後審査型事後審査型条件付き条件付き条件付き条件付き一般競争入札参加申込書一般競争入札参加申込書一般競争入札参加申込書一般競争入札参加申込書（（（（余剰電力売却余剰電力売却余剰電力売却余剰電力売却用用用用））））    

    

年年年年    月月月月    日日日日    

    

大大大大    垣垣垣垣    市市市市    長長長長    様様様様        

    

住所又は所在地住所又は所在地住所又は所在地住所又は所在地        

商号又は名称商号又は名称商号又は名称商号又は名称        

代表者役職氏名代表者役職氏名代表者役職氏名代表者役職氏名                                        ㊞㊞㊞㊞    

    

年年年年    月月月月    日付けで入札公告のありました日付けで入札公告のありました日付けで入札公告のありました日付けで入札公告のありました次次次次の物件のの物件のの物件のの物件の事後審査型事後審査型事後審査型事後審査型条件付き条件付き条件付き条件付き一般競争一般競争一般競争一般競争

入札に参加を申込みします。入札に参加を申込みします。入札に参加を申込みします。入札に参加を申込みします。        

また、大垣市のホームページ等に決定金額及び契約者名を掲載することに同意します。また、大垣市のホームページ等に決定金額及び契約者名を掲載することに同意します。また、大垣市のホームページ等に決定金額及び契約者名を掲載することに同意します。また、大垣市のホームページ等に決定金額及び契約者名を掲載することに同意します。        

    

1111    件件件件        名名名名    

                年度年度年度年度大垣市大垣市大垣市大垣市クリーンセンター余剰電力売却クリーンセンター余剰電力売却クリーンセンター余剰電力売却クリーンセンター余剰電力売却に係る入札に係る入札に係る入札に係る入札    

    

2222    契約施設契約施設契約施設契約施設    

施設名称施設名称施設名称施設名称    供給供給供給供給場所場所場所場所    

大垣市クリーンセンター大垣市クリーンセンター大垣市クリーンセンター大垣市クリーンセンター    大垣市大垣市大垣市大垣市米野町米野町米野町米野町3333丁目丁目丁目丁目1111番地番地番地番地1111    

    

3333    契約契約契約契約期間期間期間期間                年年年年    月月月月    日日日日    からからからから            年年年年    月月月月    日日日日    までまでまでまで        

    

    

    

    

    

担当者氏名担当者氏名担当者氏名担当者氏名        

電話番号電話番号電話番号電話番号        

ＦＡＸ番号ＦＡＸ番号ＦＡＸ番号ＦＡＸ番号        

メールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレス        



    

第第第第2222号様式号様式号様式号様式（第（第（第（第5555条関係）条関係）条関係）条関係）        

    

質質質質    問問問問    書書書書        

    

    年年年年    月月月月    日日日日        

    

大大大大    垣垣垣垣    市市市市    長長長長    様様様様    

    

住所又は所在地住所又は所在地住所又は所在地住所又は所在地        

商号又は名称商号又は名称商号又は名称商号又は名称        

代表者役職氏名代表者役職氏名代表者役職氏名代表者役職氏名                                        ㊞㊞㊞㊞    

    

1111    件件件件        名名名名    

                年度年度年度年度大垣市大垣市大垣市大垣市クリーンセンター余剰電力売却クリーンセンター余剰電力売却クリーンセンター余剰電力売却クリーンセンター余剰電力売却に係る入札に係る入札に係る入札に係る入札    

    

2222    契約施設契約施設契約施設契約施設    

施設名称施設名称施設名称施設名称    供給供給供給供給場所場所場所場所    

大垣市クリーンセンター大垣市クリーンセンター大垣市クリーンセンター大垣市クリーンセンター    大垣市大垣市大垣市大垣市米野町米野町米野町米野町3333丁目丁目丁目丁目1111番地番地番地番地1111    

    

3333    契約期間契約期間契約期間契約期間                    年年年年    月月月月    日日日日    からからからから            年年年年    月月月月    日日日日    までまでまでまで        

    

4444    質問事項質問事項質問事項質問事項    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

第第第第3333号様式（号様式（号様式（号様式（第第第第5555条関係）条関係）条関係）条関係）        

    

回回回回    答答答答    書書書書        

    

    年年年年    月月月月    日日日日        

    

様様様様        

    

大垣大垣大垣大垣市長市長市長市長                                        印印印印    

    

1111    件件件件        名名名名    

                年度年度年度年度大垣市大垣市大垣市大垣市クリーンセンター余剰電力売却クリーンセンター余剰電力売却クリーンセンター余剰電力売却クリーンセンター余剰電力売却に係る入札に係る入札に係る入札に係る入札    

    

2222    契約施設契約施設契約施設契約施設    

施設名称施設名称施設名称施設名称    供給供給供給供給場所場所場所場所    

大垣市クリーンセンター大垣市クリーンセンター大垣市クリーンセンター大垣市クリーンセンター    大垣市大垣市大垣市大垣市米野町米野町米野町米野町3333丁目丁目丁目丁目1111番地番地番地番地1111    

    

3333    契約期間契約期間契約期間契約期間                    年年年年    月月月月    日日日日    からからからから            年年年年    月月月月    日日日日    までまでまでまで        

    

4444    質問事項及び回答質問事項及び回答質問事項及び回答質問事項及び回答    

質問事項質問事項質問事項質問事項    

    

    

    

回回回回        答答答答    

    

    

    

    

    

    

    



    

第第第第4444号様式号様式号様式号様式((((第第第第7777条関係条関係条関係条関係) ) ) )     

    

入入入入    札札札札    書書書書（（（（余剰電力売却余剰電力売却余剰電力売却余剰電力売却用）用）用）用）    

    

年年年年    月月月月    日日日日        

    

大大大大    垣垣垣垣    市市市市    長長長長    様様様様    

    

住所又は所在地住所又は所在地住所又は所在地住所又は所在地        

商号又は名称商号又は名称商号又は名称商号又は名称        

代表者役職氏名代表者役職氏名代表者役職氏名代表者役職氏名                                        ㊞㊞㊞㊞    

    

関係要領、仕様書等を承諾の上、関係要領、仕様書等を承諾の上、関係要領、仕様書等を承諾の上、関係要領、仕様書等を承諾の上、次次次次のとおり入札します。のとおり入札します。のとおり入札します。のとおり入札します。        

    

記記記記    

    

百億百億百億百億    拾億拾億拾億拾億    億億億億    千万千万千万千万    百万百万百万百万    拾万拾万拾万拾万    万万万万        千千千千        百百百百        拾拾拾拾        円円円円        

                                            

    

1111    件件件件        名名名名    

                年度年度年度年度大垣市大垣市大垣市大垣市クリーンセンター余剰電力売却クリーンセンター余剰電力売却クリーンセンター余剰電力売却クリーンセンター余剰電力売却に係る入札に係る入札に係る入札に係る入札    

    

2222    契約施設契約施設契約施設契約施設    

施設名称施設名称施設名称施設名称    供給供給供給供給場所場所場所場所    

大垣市クリーンセンター大垣市クリーンセンター大垣市クリーンセンター大垣市クリーンセンター    大垣市大垣市大垣市大垣市米野町米野町米野町米野町3333丁目丁目丁目丁目1111番地番地番地番地1111    

    

3333    契約期間契約期間契約期間契約期間                年年年年    月月月月    日日日日    からからからから            年年年年    月月月月    日日日日    までまでまでまで        

    

（注）入札金額は、税抜き金額とし、算用数字を用い、金額の前に「金」又は「￥」を記（注）入札金額は、税抜き金額とし、算用数字を用い、金額の前に「金」又は「￥」を記（注）入札金額は、税抜き金額とし、算用数字を用い、金額の前に「金」又は「￥」を記（注）入札金額は、税抜き金額とし、算用数字を用い、金額の前に「金」又は「￥」を記

入すること（金額の訂正は無効）。入すること（金額の訂正は無効）。入すること（金額の訂正は無効）。入すること（金額の訂正は無効）。    

    



    

第第第第5555号様式号様式号様式号様式((((第第第第7777条関係条関係条関係条関係) ) ) )     

    

委委委委        任任任任        状状状状    

    

    

                                                                                                                            年年年年    月月月月    日日日日        

    

    

    大大大大    垣垣垣垣    市市市市    長長長長    様様様様    

    

    

                                                                        （委任者）（委任者）（委任者）（委任者）    

住所又は所在地住所又は所在地住所又は所在地住所又は所在地        

商号又は名称商号又は名称商号又は名称商号又は名称        

代表者役職氏名代表者役職氏名代表者役職氏名代表者役職氏名                                        ㊞㊞㊞㊞    

    

    

件件件件        名名名名    年度年度年度年度大垣市大垣市大垣市大垣市クリーンセンター余剰電力売却クリーンセンター余剰電力売却クリーンセンター余剰電力売却クリーンセンター余剰電力売却に係る入札に係る入札に係る入札に係る入札    

    

契約施設契約施設契約施設契約施設    大垣市クリーンセンター大垣市クリーンセンター大垣市クリーンセンター大垣市クリーンセンター    

    

    

    私は、私は、私は、私は、                                                                を代理人と定め、を代理人と定め、を代理人と定め、を代理人と定め、上記に関する入札の一切の上記に関する入札の一切の上記に関する入札の一切の上記に関する入札の一切の

権限を委任します。権限を委任します。権限を委任します。権限を委任します。    

    

    

代理人使用印鑑代理人使用印鑑代理人使用印鑑代理人使用印鑑    

    

    



    

第第第第6666号様式号様式号様式号様式（第（第（第（第8888条関係）条関係）条関係）条関係）        

    

入入入入    札札札札    辞辞辞辞    退退退退    届届届届        

    

年年年年    月月月月    日日日日        

大大大大    垣垣垣垣    市市市市    長長長長    様様様様        

    

住所又は所在地住所又は所在地住所又は所在地住所又は所在地        

商号又は名称商号又は名称商号又は名称商号又は名称        

代表者役職氏名代表者役職氏名代表者役職氏名代表者役職氏名                                        ㊞㊞㊞㊞    

    

次の次の次の次の物件について入札の参加を申し込みしましたが、入札を辞退します。物件について入札の参加を申し込みしましたが、入札を辞退します。物件について入札の参加を申し込みしましたが、入札を辞退します。物件について入札の参加を申し込みしましたが、入札を辞退します。        

    

1111    件件件件        名名名名    

                年度年度年度年度大垣市大垣市大垣市大垣市クリーンセンター余剰電力売却クリーンセンター余剰電力売却クリーンセンター余剰電力売却クリーンセンター余剰電力売却に係る入札に係る入札に係る入札に係る入札    

    

2222    契約施設契約施設契約施設契約施設    

施設名称施設名称施設名称施設名称    供給供給供給供給場所場所場所場所    

大垣市クリーンセンター大垣市クリーンセンター大垣市クリーンセンター大垣市クリーンセンター    大垣市大垣市大垣市大垣市米野町米野町米野町米野町3333丁目丁目丁目丁目1111番地番地番地番地1111    

    

3333    契約期間契約期間契約期間契約期間                年年年年    月月月月    日日日日    からからからから            年年年年    月月月月    日日日日    までまでまでまで        

    

4444    入札年月日入札年月日入札年月日入札年月日            年年年年    月月月月    日日日日        

    

5555    辞退理由辞退理由辞退理由辞退理由    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

第第第第7777号様式号様式号様式号様式（第（第（第（第11114444条関係）条関係）条関係）条関係）        

    

事後審査型事後審査型事後審査型事後審査型条件付き条件付き条件付き条件付き一般競争入札参加資格確認申請書一般競争入札参加資格確認申請書一般競争入札参加資格確認申請書一般競争入札参加資格確認申請書    

年年年年    月月月月    日日日日        

    大大大大    垣垣垣垣    市市市市    長長長長    様様様様    

住所又は所在地住所又は所在地住所又は所在地住所又は所在地        

商号又は名称商号又は名称商号又は名称商号又は名称        

代表者役職氏名代表者役職氏名代表者役職氏名代表者役職氏名                                        ㊞㊞㊞㊞    

    

次の次の次の次の入札において、落札候補者となりましたので、入札において、落札候補者となりましたので、入札において、落札候補者となりましたので、入札において、落札候補者となりましたので、事後審査型事後審査型事後審査型事後審査型条件付き条件付き条件付き条件付き一般競争入札参一般競争入札参一般競争入札参一般競争入札参

加資格の確認を申請します。加資格の確認を申請します。加資格の確認を申請します。加資格の確認を申請します。        

なお、本申請書及び添付書類の記載事項はなお、本申請書及び添付書類の記載事項はなお、本申請書及び添付書類の記載事項はなお、本申請書及び添付書類の記載事項は、、、、事実と相違ないことを誓約します。事実と相違ないことを誓約します。事実と相違ないことを誓約します。事実と相違ないことを誓約します。    

    

1111    件件件件        名名名名    

                年度年度年度年度大垣市大垣市大垣市大垣市クリーンセンター余剰電力売却クリーンセンター余剰電力売却クリーンセンター余剰電力売却クリーンセンター余剰電力売却に係る入札に係る入札に係る入札に係る入札    

    

2222    契約施設契約施設契約施設契約施設    

施設名称施設名称施設名称施設名称    供給供給供給供給場所場所場所場所    

大垣市クリーンセンター大垣市クリーンセンター大垣市クリーンセンター大垣市クリーンセンター    大垣市大垣市大垣市大垣市米野町米野町米野町米野町3333丁目丁目丁目丁目1111番地番地番地番地1111    

    

3333    契約期間契約期間契約期間契約期間                    年年年年    月月月月    日日日日    からからからから            年年年年    月月月月    日日日日    までまでまでまで        

    

4444    入札年月日入札年月日入札年月日入札年月日                年年年年    月月月月    日日日日        

    

5555    添付書類添付書類添付書類添付書類    

    提提提提    出出出出    書書書書    類類類類        説明説明説明説明        

□□□□    誓約書（第誓約書（第誓約書（第誓約書（第8888号様式）号様式）号様式）号様式）        

□□□□    実績を証明する書類実績を証明する書類実績を証明する書類実績を証明する書類        契約書又はそれに準ずる書類の写し契約書又はそれに準ずる書類の写し契約書又はそれに準ずる書類の写し契約書又はそれに準ずる書類の写し        

□□□□    事業登録を証明する書類事業登録を証明する書類事業登録を証明する書類事業登録を証明する書類    
小売電気事業登録証又はそれに準ずる小売電気事業登録証又はそれに準ずる小売電気事業登録証又はそれに準ずる小売電気事業登録証又はそれに準ずる

書類の写し書類の写し書類の写し書類の写し    

※※※※    提出する書類の□欄にレ印を付けること。提出する書類の□欄にレ印を付けること。提出する書類の□欄にレ印を付けること。提出する書類の□欄にレ印を付けること。    

    



    

第第第第8888号様式号様式号様式号様式（第（第（第（第11114444条関係）条関係）条関係）条関係）        

    

誓誓誓誓    約約約約    書書書書        

    

年年年年    月月月月    日日日日        

    

    大大大大    垣垣垣垣    市市市市    長長長長    様様様様    

    

住所又は所在地住所又は所在地住所又は所在地住所又は所在地        

商号又は名称商号又は名称商号又は名称商号又は名称        

代表者役職氏名代表者役職氏名代表者役職氏名代表者役職氏名                                        ㊞㊞㊞㊞    

        

次の次の次の次の事項について誓約します。事項について誓約します。事項について誓約します。事項について誓約します。        

これらが、事実と相違することが判明した場合には、当該事実に関して貴これらが、事実と相違することが判明した場合には、当該事実に関して貴これらが、事実と相違することが判明した場合には、当該事実に関して貴これらが、事実と相違することが判明した場合には、当該事実に関して貴市市市市が行う一切が行う一切が行う一切が行う一切

の措置について異議の申の措置について異議の申の措置について異議の申の措置について異議の申立てを行いません。立てを行いません。立てを行いません。立てを行いません。        

    

    

    

1111    現在、地方自治法施行令第現在、地方自治法施行令第現在、地方自治法施行令第現在、地方自治法施行令第111167676767条の条の条の条の4444第第第第1111項項項項各号各号各号各号の規定に該当しておりません。の規定に該当しておりません。の規定に該当しておりません。の規定に該当しておりません。        

    

2222    過去過去過去過去2222年間、地方自治法施行令第年間、地方自治法施行令第年間、地方自治法施行令第年間、地方自治法施行令第111167676767条の条の条の条の4444第第第第2222項第項第項第項第1111号から第号から第号から第号から第6666号までの規定に該当した号までの規定に該当した号までの規定に該当した号までの規定に該当した

ことはありません。ことはありません。ことはありません。ことはありません。    

    

3333    現在、会社更生法第現在、会社更生法第現在、会社更生法第現在、会社更生法第11117777条の規定に基づく更正手続開始の申立て及び民事再生法第条の規定に基づく更正手続開始の申立て及び民事再生法第条の規定に基づく更正手続開始の申立て及び民事再生法第条の規定に基づく更正手続開始の申立て及び民事再生法第22221111条条条条

の規定に基づく再生手続開始の申立てはされておりませんし、申立てもしておりませの規定に基づく再生手続開始の申立てはされておりませんし、申立てもしておりませの規定に基づく再生手続開始の申立てはされておりませんし、申立てもしておりませの規定に基づく再生手続開始の申立てはされておりませんし、申立てもしておりませ

ん。ん。ん。ん。        

    

4444    現在、現在、現在、現在、「大垣市入札参加資格停止等の措置要領」、「大垣市入札参加資格停止等の措置要領」、「大垣市入札参加資格停止等の措置要領」、「大垣市入札参加資格停止等の措置要領」、「大垣市が行う事務及び「大垣市が行う事務及び「大垣市が行う事務及び「大垣市が行う事務及び事業からの事業からの事業からの事業からの

暴力団排除に関する合意書暴力団排除に関する合意書暴力団排除に関する合意書暴力団排除に関する合意書」及び「大垣市が行う契約及び交付する」及び「大垣市が行う契約及び交付する」及び「大垣市が行う契約及び交付する」及び「大垣市が行う契約及び交付する補助金等から暴力団補助金等から暴力団補助金等から暴力団補助金等から暴力団

排除に関する措置要綱排除に関する措置要綱排除に関する措置要綱排除に関する措置要綱」」」」に基づくに基づくに基づくに基づく排除措置又はこれに準ずる措置を受けておりません。排除措置又はこれに準ずる措置を受けておりません。排除措置又はこれに準ずる措置を受けておりません。排除措置又はこれに準ずる措置を受けておりません。    

    

    

    

    

    



    

第第第第9999号号号号様式様式様式様式（第（第（第（第11116666条関係）条関係）条関係）条関係）        

    

事後審査型事後審査型事後審査型事後審査型条件付き条件付き条件付き条件付き一般競争入札参加資格確認結果通知書一般競争入札参加資格確認結果通知書一般競争入札参加資格確認結果通知書一般競争入札参加資格確認結果通知書（（（（余剰電力売却余剰電力売却余剰電力売却余剰電力売却用用用用））））    

    

年年年年    月月月月    日日日日        

    

様様様様        

    

大垣市長大垣市長大垣市長大垣市長                            印印印印    

    

先に申請のありました先に申請のありました先に申請のありました先に申請のありました事後審査型事後審査型事後審査型事後審査型条件付き条件付き条件付き条件付き一般競争入札参加資格について、次一般競争入札参加資格について、次一般競争入札参加資格について、次一般競争入札参加資格について、次のとおりのとおりのとおりのとおり

確認したので通知します。確認したので通知します。確認したので通知します。確認したので通知します。        

    

    

1111    入札公告日入札公告日入札公告日入札公告日    

            年年年年    月月月月    日日日日    

2222    件件件件        名名名名    

                年度年度年度年度大垣市大垣市大垣市大垣市クリーンセンター余剰電力売却クリーンセンター余剰電力売却クリーンセンター余剰電力売却クリーンセンター余剰電力売却に係る入札に係る入札に係る入札に係る入札    

    

3333    契約施設契約施設契約施設契約施設    

施設名称施設名称施設名称施設名称    供給供給供給供給場所場所場所場所    

大垣市クリーンセンター大垣市クリーンセンター大垣市クリーンセンター大垣市クリーンセンター    大垣市大垣市大垣市大垣市米野町米野町米野町米野町3333丁目丁目丁目丁目1111番地番地番地番地1111    

    

4444    事後審査型事後審査型事後審査型事後審査型条件付き条件付き条件付き条件付き一般競争入札参加資格の有無一般競争入札参加資格の有無一般競争入札参加資格の有無一般競争入札参加資格の有無            有有有有    ・・・・    無無無無    

    

5555    事後審査型事後審査型事後審査型事後審査型条件付き条件付き条件付き条件付き一般競争入札参加資格がないと認めた理由一般競争入札参加資格がないと認めた理由一般競争入札参加資格がないと認めた理由一般競争入札参加資格がないと認めた理由        

    

6666    その他その他その他その他        

⑴⑴⑴⑴    入札参加資格がないとされた理由について、入札参加資格がないとされた理由について、入札参加資格がないとされた理由について、入札参加資格がないとされた理由について、大垣市大垣市大垣市大垣市に説明を求めることができまに説明を求めることができまに説明を求めることができまに説明を求めることができま

す。す。す。す。        

⑵⑵⑵⑵    説明を求める場合には、説明を求める場合には、説明を求める場合には、説明を求める場合には、    年年年年    月月月月    日までに日までに日までに日までに、大垣市役所、大垣市役所、大垣市役所、大垣市役所総務部契約総務部契約総務部契約総務部契約管財管財管財管財課へ、そ課へ、そ課へ、そ課へ、そ

の旨を記載した書面を提出してください。の旨を記載した書面を提出してください。の旨を記載した書面を提出してください。の旨を記載した書面を提出してください。    

    



    

第第第第11110000号様式号様式号様式号様式（第（第（第（第11118888条関係）条関係）条関係）条関係）    

    
入入入入    札札札札    執執執執    行行行行    調調調調    書書書書    

        年年年年    月月月月    日執行日執行日執行日執行    

件件件件    名名名名    年度年度年度年度大垣市大垣市大垣市大垣市クリーンセンター余剰電力売却クリーンセンター余剰電力売却クリーンセンター余剰電力売却クリーンセンター余剰電力売却に係る入札に係る入札に係る入札に係る入札    

契約施設契約施設契約施設契約施設    

予定価格予定価格予定価格予定価格    円円円円    施設名称施設名称施設名称施設名称    供給供給供給供給場所場所場所場所    

大垣市クリーンセンター大垣市クリーンセンター大垣市クリーンセンター大垣市クリーンセンター    大垣市大垣市大垣市大垣市米野町米野町米野町米野町3333丁目丁目丁目丁目1111番地番地番地番地1111    

契約契約契約契約    

期間期間期間期間    
                    年年年年    月月月月    日日日日    からからからから    年年年年    月月月月    日日日日    までまでまでまで        

入入入入    札札札札    者者者者    順順順順    位位位位    金金金金                額額額額    摘摘摘摘    要要要要    

                

                

                

                

                

                

    


